
貴社にご提案する美味しいチャンス



EUROCHOCOLATE は
貴社にぴったりのアイデア

記念すべき舞台で
独創的なイニシアチブを展開することで、
貴社の市場を驚かせることができます。

ポテンシャルな顧客と
双方向にやり取りする関係を構築できます。

チョコレートが自然に醸し出す
好感の持てるムードの
メリットを活用できます。



チョコレートの世界に捧げられたヨーロッパ最大のイベントでは、
毎年100万人に近い来場者が感動し、楽しい時を過ごします。

https://www.youtube.com/watch?v=4k31-LVxJbE


前回イベントの動画を見る

イベントの実績を語る数字

100万人に近い来場者

200トンのチョコレートを販売

130社がチョコレート業界から参加

30社のスポンサーとパートナーがチョコレート業界外から協賛・協力

6000種類の製品

40,000枚の ChocoCard を販売

12か国のカカオ生産者が参加



ソーシャルメディアにおけるEUROCHOCOLATE

100,200
@eurochocolate.o�cial のファンの数 インプレッション数

5,500,000
動画の再生回数

148,000

1,115,000
リーチ インプレッション数

2,674,000
#eurochocolate とシェアした写真の数

47,310

400
#eurochocolate の

トレンドトピックスでのツイート数 インプレッション数

3,275,849
ポテンシャル・オーディエンスの合計

1,739,416

ウェブサイト www.eurochocolate.com の訪問回数

146,000



貴社が到達できるターゲット

地理的分布
40% 中央イタリア

35% 南イタリア
20.5% 北イタリア
4.5% イタリア国外

プロファイル
快楽主義、積極性、
精力的な活動を
特徴とする
ライフスタイル

年齢と性別
完全に横断的

子供連れの若い家族に焦点
平均年齢は約30歳

男性が49%、女性が51%を占める



EUROCHOCOLATE 2019 の公式イメージ

ボタンという言葉が使われる「Attacca bottone」は「話しかけよう」という意味です



第26回のイベントとなる
Eurochocolate 2019では
私たちがよく使い、

私たちの生活に欠かせないものとしての
Bottone（イタリア語で「ボタン」の意味）を

テーマに取り上げます。



ATTACCA BOTTONE CON EUROCHOCOLATE
EUROCHOCOLATEに話しかけよう

動画を見る

トラジメーノ湖の針（lago-l'ago）とポルヴェーゼ島のボタン穴（l'isola-l'asola）。動画を見る

https://www.youtube.com/watch?v=4U_L3HjGYu0
https://www.youtube.com/watch?v=HNVpPV2J3uQ


貴社のブランドと結びつけるアイデア
今年新登場の企画

Maxi Bottone マキシ・ボットーネ 
チョコレート色のマキシ・ボットーネ（「大きなボタン」の意味）が、美しい場所で優雅に転がって、皮肉とユーモアたっ
ぷりの「オン・ザ・ロード（on the road）」のコミュニケーションキャンペーンをします。

Buttons 各種ボタン
ボタンという歴史あるオブジェを取り扱うイタリアの博物館が参加して、大ボタン展が展開されます。

Piazza dei Bottoni ボタンの広場
ボタンチョコレート専門エリアに、Eurochocolate 2019 の公式製品となっている Costruttori di Dolcezze の新しい
商品ラインが並びます。



貴社のブランドと結びつけるアイデア
今年新登場の企画

ボタンの部屋の数々
子供たちとその家族のために用意されたスペースで、ワークショップ、教育イベント、小学生が考えたクリエイティブな
再利用などのアクティビティが繰り広げられます。
チョコボタン・ポイント
ウンブリア州で各種の地域イベントが催され、地元のワインや食品、文化が甘いチョコレートに交えて紹介されます。
ボタンの手紙
地域の共同作業プロジェクトとして共同イベントプログラムを構築するために、Eurochocolate がペルージャ市を招待
します。



文化的催し

各種の大イベント
チョコレートにインスピレーションを得た特別イベ
ントでは、メディアの注目を集めて、スポンサー企業
が独創的な趣向で来場者を参加させます。

Eurochocolate ワールド
カカオを生産する国々の世界にスポットを当てて、
カカオ、ダンス、慣習を通じて、それらの国々の文化
や伝統を発見します。

チョコレートショー
200トンのチョコレートとチョコレート業界の企業
130社が、6000 種類にのぼる製品を提案します。

試食会と教育イベント
説明付きの試食会やクッキングショーが、チョコレー
トとそれに合わせるものをテーマに無料で提供さ
れます。大人3000人、子供1000人の参加が見込ま
れます。



イベントのコミュニケーションで示される貴社のロゴ

イベントの標準コミュニケーション・マテリアル
イベントの公式プログラムの第3ページ。
公式ポスター。
記者会見のデジタル版公式招待状。
特別イーブニングパーティ「Serata di Gola」への印刷版招待状。
（メディアやスポンサーが参加するEurochocolate の公式イーブニングパーティー）

ペルージャの旧市街の重要ポイントに設置される大型パネル。

貴社のコミュニケーション・マテリアルにおける Eurochocolate のロ
ゴの使用も可能。



弊社のウェブページや
ソーシャルメディアで

デジタルのアクティビティを
企画・展開

www.eurochocolate.com  の「ホーム」に貴社のロゴを
掲載して貴社のウェブサイトへのリンクを張る

貴社が参加するイニシアチブを紹介するウェブページ

ソーシャルメディアでのキャンペーン、広告と
貴社にまつわる投稿

食品･グルメのブログのファンに向けた
ソーシャル･コンテストと決勝イベントを企画

貴社のブランドとの特別体験談を語る
エモーショナルビデオ

貴社のご要望に合わせた写真活動のイベントを
企画して自らのコミュニティで共有



貴社のブランドを独自のやり方で体験するための
イニシアチブをご要望に合わせて実現

大イベント：メディアに大きく注目されるステージ、貴社のための大型インスタレーション、巡回アクティビティ、ツアー。
イベントを盛り上げるアクティビティ：来場者との交流を目的として展開される、ゲーム、マスコット、コンテスト、

独自の経路を通じたプロモーション活動。
ご要望に合わせたブース：看板等の研究、印刷、設営、スタッフの募集と管理。

PR活動と特別イニシアチブ：貴社のトップクライアントを対象とする活動。
例えば、夕食会、特別試食会、特別ショー、キャンペーン。



弊社のプレス・PR担当部門が
貴社を紹介

イベントで貴社のコミュニケーション･マテリアルを常に配置し、記者会見や弊社のプレス担当部門が全国に配布する
プレスリリースで貴社を紹介することで、関連する催しやイニシアチブで貴社のプレゼンスを浮き彫りにします。

前回のEUROCHOCOLATE では、日刊紙、定期雑誌、オンラインのプレスや、RAI、La Vita in Diretta、
TG5、Alice TV などのラジオ・テレビ全国および地方放送で取り上げられた合計件数は、1500 件にのぼりました。



CHOCOCARD

ChocoCard は、EUROCHOCOLATE のサービスカードで
す。ダイレクトで効率の良いプロモーション活動を展開する

にあたって、優れたツールとなっています。
来場者に 6 ユーロで販売され、

割引、景品、試食その他の特典を提供します。
ChocoCard を買うことで、（自動車、スクーター、旅行など

を含む）100点以上の賞品が当選する、
大抽選に参加できます。

賞品や景品として貴社の製品を提供することも可能です。
それにより、コミュニケーション・マテリアルのすべてに

製品を掲載することができます。

昨年は40,000枚を超えるChocoCardが販売されました。

貴社の製品を大勢の人に
知ってもらうためのツール



近年の EUROCHOCOLATE のスポンサー（一部）



EUROCHOCOLATE の評判

StageUpとIpsos の『文化やショーにおけるスポ
ンサーのバリューの研究』（2014年3月）で、
EUROCHOCOLATE はイタリア人が最も好き
なイベントの一つであるとされました。
EUROCHOCOLATE は、人生でやってみたい
イタリアの40体験の一つとされています
（『Business Insider | 2014』）。

イタリア国立観光研究所によれば、EUROCHOCOLATEが
開かれるペルージャは、イタリア人が世界で10月に訪れた
い場所として、ローマに次いで2位になっています。
EUROCHOCOLATEは、食生活に影響を与えるブランドメデ
ィアのすべてが競争する「フードスケープ（Foodscape）」を
構成しています（Mec e Groupの調査）。

イタリア人が10月にバカンスに行く場所のトップ10
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フィレンツェ
バルセロナ
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アペニン山脈
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トリノ
ピサ
ウィーン

イタリア人が行くイベントのトップ10
イベントに興味を
持つイタリア人
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ヴェネチアのカーニバル
ヴェネチア映画祭
ヴィアレッジョのカーニバル
EUROCHOCOLATE

トレンティーノ・アルト・アディジェ州のクリスマス・マーケット
トリノの味の見本市
トリノの本の見本市
シエナのパリオ
サンレモ音楽祭
ジッフォーニ映画祭

3400万人
3290万人
3250万人
3220万人
3210万人
3110万人
3030万人
3000万人
2950万人
2920万人



2015年ミラノ万国博覧会
Eurochocolate は、

2015年ミラノ万国博覧会において、
カカオ＆チョコレートクラスターの
公式コンテンツ・プロバイザーを務め、

6000平方メートルのスペースと
その中で展開された1500件の
イベントの運営にあたりました。

O�cial Cocoa and Chocolate Cluster Content Provider

MILANO 2015



大阪でのEUROCHOCOLATE

2019年の2月1日から2月14日にかけて、
Eurochocolate が日本に上陸します！

Eurochocolate in Osaka は、チョコレートの
彫刻、チョコレートショー、説明付きの試食会

といった、美味しいフォーマットの
成功の材料を日本に持ち込むものです。



スポンサーと
パートーナーのために

企画された
体験アクティビティの例



EUROCHOCOLATE
Gioform Srl Unipersonale

T ＆ F +39 075 5003848
info@eurochocolate.com 
www.eurochocolate.com

弊社にお問い合わせください！


